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■ 会 長 報 告                松葉 隆夫君

＜ソング＞ 我等の生業
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＜ソングリーダー＞ 鈴木 廣利君

 
先週の例会以来、外出もなく、毎日会社と自宅

の往復で過ごしましたので、会長報告として話す

材料がありません。困りました。 

昨日、仲田君の奥様が抹茶を買いに来て下さい

ました。生キャラメルの材料に使っていただいて

おりますが、おいしくできており、当社のお客様

にも売っております。非常に評判が良いです。い

らして下さった折にバームクーヘンを持って来て

下さり、食べさせて頂きましたが大変おいしく、

東京のデパートで行列ができて売っている物より

もおいしいと思います。是非、仲田君の会社で販

売もしておりますので、食べてみて下さい。もう

一つアイスクリームも売っており、これも絶品で

す。仲田君の会社はお菓子の機材を製造販売して

おりますが、試作をするので、販売しております。 

是非お試しください。 

■ 幹 事 報 告                増田 國衛君 
• 地区インターアクト小委員会より『国際ロータ

リー第 2620 地区 2010～2011 年度インターアク

ト年次大会の案内』が届いております。 

7 月 26・27 日 富士吉田市 人材開発センター

富士研修所 

• ガバナー事務所より『RI 会員増強拡大賞・RI 会

員増強目標達成賞推せんについて』が届いてお

ります。 

• ロータリー米山記念奨学会より『ハイライト米

山 123 号』が届いております。 

• ガバナー事務所より『6 月のロータリーレート 

１ドル＝92 円』のお知らせが届いております。 

• ロータリー財団委員会より『地区補助金申請の

案内』が届いております。 

• 藤枝市国際友好協会より『会費（1 万円）の納入

の依頼』，『FIFSNEWS No.99』，『総会資料』が届

いております。 

■ 出 席 報 告          鈴木 勝弘君 
本日のホームクラブ 

出席者 前回の補正出席者 

26／41 63.41％ 32／42 76.19％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○池谷君 ○石割君 ○後藤君 ○酒井君 

○島村君 ○平君 ○萩田君 ○松葉義君 

○森下君 板倉君 落合君 鈴木舜君 仲田晃君 

水野君 望月志君  

■ ビ ジ タ ー                            

益田 昇ガバナー補佐 

鈴木 民雄ガバナー補佐事務局長 

■ スマイルＢＯＸ       鈴木 勝弘君    

• ガバナー補佐より大口スマイルをいただきまし

た。         ガバナー補佐 益田 昇君 
スマイル累計額 ５５４，０００円 

● ガバナー補佐訪問           

 

益田 昇 

ガバナー補佐 

 

鈴木 民雄 

ガバナー補佐事務局長 
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■ 新 会 員 卓 話                

 

 

 

大塚 高宏君 

 

 

『高弘の雑学』 
最初に自己紹介をします。 

大塚高弘（オオツカ タカヒロ）、生年月日 1964

年 8月27日生まれの45歳 自宅は藤枝市五十海3

丁目 4-10（小さい一軒家）です。身長は 185ｃｍ

（6 尺 1 寸 5厘）、体重 80.5ｋｇ（21.5 貫） 

家族は妻と２男１女とポメラニアンの 1 女、長

男は只今、就活中で設計事務所を希望、二男は科

学技術高校建築デザイン科３年ですが将来はコッ

クになりたいと言ってます。 

趣味はまだありませんが今、気にしている事は

1.ゴルフのスライスを直したい。2.メタボ対策で

今年も４月に 89ｋｇあった体重を現在までに 8.5

ｋｇ減量して、8/16 までに目標 76ｋｇにしたいと

思っています。 

会社は株式会社大塚工務店です。父が昭和３３

年４月に創業し昭和４７年１１月に会社設立をし

ました。会社の事務所に入るとすぐ右に木彫りの

馬があり、正面に高さ 1.2ｍ位の大きな達磨が出迎

えてくれます。 

次に、施工例を紹介します。始めに社寺建築、

お寺や神社の他、藤枝大祭の山車を 3 台造りまし

た。住宅、公共物件、店舗・事務所などを手掛け

ています。当社には不動産部もあり、現在分譲中

の紹介をします。是非、買って下さい。 

本日の卓話として、方位学の雑学についてお話

します。まず、家相は方位学の気学などが基とな

り、特に注意したいのは鬼門です。 

鬼門には、表と裏があり表鬼門は北西の方位で

丑・寅の方角、裏鬼門は南西の方位で未・申の方

角となり、丑の方角の台所は家族に病弱があり、

寅の方角の便所は病人が絶えず、損失なども起こ

る。また、未の方角の玄関は主婦が病弱の相で、

坤の方角の浴室は主婦が気が強く夫の運勢が弱く

なる相です。 

家相は易者によって解釈がいろいろありますの

で、細かい所は易者の聞いて下さい。しかし、鬼

門の方角に玄関、門、台所、便所などの水回りは

共通して良くないです。 

次に、方位学の気学ですが、気学は九星気学とい

い、12 の干支を９つの星に分けています。自分の

九星を知るには生まれた年、例えば昭和３９年生

まれの場合は 3＋9＝12、12－12＝0、0 の場合は 0

－1＝9 で 9 紫火星となります。また昭和２５年生

まれの方は 2＋5＝7、12－7＝5 で五黄土星となり

ます。気学には年の方位と月の方位があり、まず

平成２２年の年の方位は中心に八白が入り、南西

に五黄刹、北東に暗剣殺が座位します。この年の

方位歴で自分の星がどの位置に座位するかによっ

て今年の運勢を占ったりします。今年の吉凶方位

は未・庚・癸・乙・丁が大吉の方角、吉は辛・丙、

凶は申・戌・亥・子・辰・巳、大凶は丑・寅・卯

となります。月の方位は各月方位歴をご覧になり、

年と月を合わせて使うのが良いとされています。 

そこで、今年はＦＩＦＡワールドカップが６月か

ら開催されます。気学の方位によれば南アフリカ

は日本を中心として庚の方角となり大吉の方角と

なり、勝利する可能性が大きいと思われます。し

かし、月の方位歴によると西は暗剣殺となり大凶

の方角となり、何とも言えない！ 

したがって、皆で日本から応援して運気を上げれ

ば優勝出来るかも・・・。 

以上、有難う御座いました。 

◎ 冠 講 座          鈴木 廣利君    

・仕事をするために 
   1.自信と謙虚さ 
   2.企業経営と接客態度  
・植物のこと 
   1.基本は根、茎、葉 
    2.光合成と植物   

 3.植物の分類 
 ・「土づくり」と肥料、農薬の ABC 
 ・藤枝市と主要農作物 
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●藤枝順心高等学校インターアクトクラブ

を石垣次期会長が訪問● 

 ５月１９日、藤枝順心高校インターアクトクラ

ブの例会が開催され、当クラブから石垣次期会長、

酒向同幹事、鈴木同 IA 委員長の３名が参加しまし

た。例会に先立ち、クラブ顧問の佐野先生に同行

し戸田雪子校長との面談を行いました。戸田校長

からは、ロータリークラブの支援に対する謝意が

述べられるとともに、数少ない女子高の中で生徒

の自主性・個性を活かし「心」を育てる教育に取

り組んでいるとのお話がありました。 

 １６時３０分に３年生の青島部長の点鐘により

に例会が始まりました。例会では、石垣同会長、

酒向同幹事が挨拶の中で、ロータリークラブとイ

ンターアクトクラブの関係やインターアクトクラ

ブに期待することなどが述べられ、その後青島部

長からこれまでの活動報告が行われました。 

 主な活動としては、①「点字花カレンダー」「点

字ヒットソング」を盲学校等に配布 ②自動販売

機やエレベーター等への点字シ－ル添付 ③付属

幼稚園での延長保育の支援 ④養護学校の文化祭

応援 ⑤文化祭での募金活動などが報告されまし

た。 

 活動報告を踏まえ、クラブ員との懇談の中では、

①ボランティア活動を通じて障害を持つ人との触

れ合いにより感動を受けた ②クラブの活動が世

の中のためになっていることを実感した ③点字

カレンダーを作成し初めて点字の持つ重要性が実

感できたこと等の感想が出されました。 

 また、今年度も３名の新入部員が加わりました。

各人の入部の動機としては、①高校入学前から友

人とボランティアをしていたので高校生になって

もこの活動を続けたいから ②祖母がインターア

クトクラブＯＧであり祖母の話を聞いて自分もボ

ランティアに挑戦してみたいと思ったなど、前向

きな姿勢が随所に現れていました。 

 最後に、石垣同会長から、青島部長に平成２２

年度の活動助成金が贈呈され、例会を終了しまし

た。 
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（担当／鈴木廣君） 


